
(1)8時00分～17時00分
1人 145,500円～145,500円

正社員 59歳以下 03030- 2946601
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
1人 184,800円～231,000円

正社員 不問 土木作業経験 03030- 2947901
変形（1ヶ月単位）
(1)5時00分～14時00分

2人 141,100円～141,100円 (2)10時30分～19時30分

正社員以外 不問 調理経験 03030- 2949401
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

(1)8時00分～17時00分
2人 145,900円～145,900円 (2)8時30分～17時30分

(3)6時30分～15時30分

正社員以外 18歳以上 03030- 2951501
理学療法士
作業療法士 (1)8時30分～17時30分

1人 いずれか 210,000円～320,000円
普通自動車免許一種

正社員 64歳以下 03030- 2952001
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時00分
2人 208,800円～232,000円

正社員 59歳以下 03030- 2954601
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)8時00分～17時30分
1人 184,800円～184,800円

正社員 不問 03030- 2955901
２級管工事施工管理技士 変形（1ヶ月単位）

１級配管技能士 (1)8時30分～17時30分
1人 137,454円～230,000円

いずれか
正社員 59歳以下 普通自動車免許一種 03030- 2941801

普通自動車免許一種
(1)8時00分～17時00分

1人 147,000円～147,000円

正社員 40歳以下 03030- 2943501
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

(1)8時00分～17時00分
1人 150,660円～174,960円

中型自動車免許
あれば尚可

正社員 59歳以下 03030- 2932701
変形（1年単位）
(1)8時30分～17時30分

1人 150,000円～200,000円

正社員 61歳以下 放電加工機経験 03030- 2920601
普通自動車免許一種

(1)8時30分～16時30分
1人 193,922円～193,922円

正社員以外 不問 03030- 2922101
保育士

幼稚園教諭免許 (1)8時30分～17時15分
1人 （専修・１種・２種） 164,500円～192,100円

小学校教諭免許
（専修・１種・２種）

正社員以外 不問 看護師,准看護師いずれか 03030- 2923401
２級土木施工管理技士 変形（1年単位）
１級土木施工管理技士 (1)8時00分～17時00分

1人 いずれか 324,750円～394,040円
普通自動車免許一種

正社員 64歳以下 03030- 2925801
普通自動車免許一種

(1)8時30分～17時30分
1人 145,440円～145,440円

正社員以外 不問 03030- 2926201
変形（1年単位）
(1)10時00分～19時00分

2人 146,696円～160,520円

正社員以外 59歳以下 03030- 2928001
普通自動車免許一種 変形（1年単位）

(1)6時00分～15時00分
1人 150,000円～220,000円

正社員 45歳以下 03030- 2931401
変形（1年単位）
(1)9時00分～17時30分

1人 189,900円～189,900円

正社員以外 不問 エクセルを使える方 03010-20063201
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事務（宮古市） 当社、宮古営業所において下記の業務を行ってい
ただきます。
・接客、電話対応
・小口現金管理
・エクセルを使用したデータ入力

岩手県滝沢市大釜中道３８
－２

岩手三菱ふそう自動
車販売　株式会社

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県下閉伊郡山田町

水産加工員 水産加工業務を担当していただきます。
・主にホタテの加工（殻付きホタテの箱詰め、殻
むき、貝柱のパック詰め）
・時期により鮮魚の選別、箱詰め、ウニ、アワ
ビ、いくらの加工もあります。

岩手県下閉伊郡山田町川向
町１６８

株式会社　川石水産

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡山田町

販売員・チェッカー スーパーマーケット玉木屋において、レジチェッ
カー係を担当していただきます。
・主にレジ業務
・接客
・商品の品出し

岩手県宮古市板屋１丁目６
番６号

株式会社　玉木屋

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

一般事務 パソコンを使用し、各種書類作成が主な仕事にな
ります。
・その他、イベント立案、推進、イベント補助
（年１０回程度）
・会費の集金

岩手県下閉伊郡山田町長崎
三丁目６－１８

山田町商工会

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県下閉伊郡山田町

パソコン操作（ワード・エ
クセル）が容易に出来る方

土木施工管理技士（正社
員）

大手ゼネコン下請や公共、民営建設現場にて、土
木施工管理を行っていただきます。
・現場に常駐していただき、品質・工程・施行・
写真管理等を行ってもらいます。　
＊当社は、コミュニケーションや協調性も重視い

岩手県宮古市根市第６地割
７番地１

有限会社　伊藤総業

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

保育士（いわいずみ） 各こども園にて園児の保育業務をしていただきま
す。
・園児の遊び、食事介助、寝かしつけ、おたより
記載
・教室の整理整頓

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字惣畑５９番５

岩泉町役場

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県下閉伊郡岩泉町

現場管理経験２年以上、デ
キスパートあれば尚可

介護支援専門員／町民課 当役場町民課地域包括支援センターの介護支援専
門員業務を行っていただきます。
・介護予防サービス計画書作成
・モニタリング　等
・介護認定調査

岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉
字惣畑５９番５

岩泉町役場

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県下閉伊郡岩泉町

工作機械オペレータ（放電
加工）

電子部品用精密金型の部品を製造オペレータ業務
・放電加工機を操作し、±０．００１ｍｍ単位の
精度で金属加工を行っていただきます
＊今回、宮古工場にて金型部品の製造設備増強の
ため募集します

岩手県宮古市崎鍬ヶ崎第９
地割３０番地

モルデック株式会社
宮古工場

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護支援専門員
（ケアマネージャー）
計画書作成、介護認定調査
経験、ワード、エクセルの

操作

一般廃棄物収集運搬員 当社において下記の業務に従事して頂きます。
～初めは以下の助手業務～
・田野畑村の家庭ゴミ収集（収集カレンダーによ
る）
・収集車の洗車等

岩手県下閉伊郡田野畑村一
の渡１１８－４

有限会社　田野畑リ
サイクル

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡田野畑村

建築大工見習い 一般住宅等の建築工事及び土木工事に従事してい
ただきます。
・大工の手元作業
・資材の運搬や現場の片付け
・会社に集合してから社用車にて現場に向かいま

岩手県宮古市田鎖第９地割
２３－１

福沢建設

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

５トン限定
準中型自動車免許

管工事作業員・技術者 冷凍機設置工事全般及び附帯作業のうちの管工事
作業
・主に、商店、コンビニエンスストア、水産加工
関係の事業所などの工事を行っております。屋内
の給排水工事はもとより、冷暖房機、業務用冷蔵

岩手県宮古市津軽石第１０
地割３３７－１７

有限会社　赤松エン
ジニアリング

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

大工見習い 建築工事に関する作業全般に従事していただきま
す。
・各現場において、一般住宅の木造建築やリ
フォーム等
・資材切り出し加工作業、組み立て作業

岩手県宮古市西ヶ丘３丁目
１－９

フジ建築

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

１級冷凍空気調和機器
施工技能士

生コンプラント製造 当社生コンプラント内において、コンクリート製
品製造全般の業務を行っていただきます。
○練り混ぜ作業
・操作盤（コンピュータ制御）にて計量し練り混
ぜる業務

岩手県下閉伊郡岩泉町門字
中瀬５１－８

小野新建設　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

理学療法士・作業療法士 当法人が運営する、ハートランド宮古リハビリ
テーションにおいて下記の業務に従事していただ
きます。
・通所リハビリを利用される方（最大２８名）へ
の機能訓練（スタッフ２名対応）

岩手県宮古市実田２丁目５
－１０

医療法人　おかだ外
科内科クリニック

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

パソコン基本操作のできる
方（専用ソフトを使用。エ
クセルで出荷量などの入力
もあり）、コンクリート製

造経験

生活支援員 生活支援に係る業務全般となります。
・当施設利用者の日中活動（軽作業）や通院、買
い物（２～３名）の付き添いなど
＊社用車（ＡＴ車）の運転があります。
○未経験者の方大歓迎○正社員への登用制度あり

岩手県宮古市崎山第５地割
９４

社会福祉法人　若竹
会　わかたけ学園

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県宮古市

調理員 当病院において、下記の業務を行っていただきま
す。
・入院患者２３５名の調理業務
・主に盛り付け、配膳、下膳、食器洗浄機による
作業

岩手県宮古市板屋１丁目６
番地３６

医療法人財団　正清
会

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 岩手県宮古市

土木作業員 以下の業務を行っていただきます。
・土木、舗装の各工事現場での土木作業全般
＊公共工事が主となります
＊宮古市内が中心で、他に下閉伊地区の現場とな
ります

岩手県宮古市山口五丁目４
番１２号

佐藤土木工業　有限
会社

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

事業所名
求人番号

一般事務 当社において事務業務を担当していただきます。
・請求書発行
・現金の取扱い、入出金処理
・パソコン（ワード・エクセル）を使用し、文
書・表の作成

岩手県宮古市津軽石第１０
地割３５ー３７

東北西濃運輸株式会
社　宮古営業所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市
パソコン操作（ワード・エ

クセル）基本操作

（10月26日時点の内容です）

１０月２０日　から　　１０月２６日　までに受理した求人です。　　＜次回発行日は１１月５日です＞

職種・雇用期間・雇用形態 求人数
仕事の内容
年　　　齢

必要な免許資格
必要な経験など

賃　　金 就業時間
所在地
就業場所

◎ 発行準備中に募集を締め切っている場合もありますのでご了承ください。◎ それぞれの求人の詳しい内容は、ハローワークにてお確かめください。

◎ 面接には、ハローワークの紹介状をご持参ください。 ◎「所在地」は事務所の所在地です。実際の勤務場所と異なることがあります。

令和２年１０月２９日発行

TEL 0193－63－8609

ハローワーク 宮古

宮古公共職業安定所

フルタイム



普通自動車免許一種 変形（1年単位）
１級土木施工管理技士 (1)8時00分～17時00分

3人 ２級土木施工管理技士 358,548円～566,935円
測量士補

正社員 64歳以下 03010-19975701
普通自動車免許一種 変形（1年単位）
１級建築施工管理技士 (1)8時00分～17時00分

1人 256,700円～505,600円

正社員 59歳以下 03100- 2520901

(1)8時00分～17時00分
1人 244,160円～452,810円

正社員 59歳以下 04010-51400401
普通自動車免許一種

(1)8時00分～17時00分
1人 342,560円～556,855円

正社員 59歳以下 施工管理経験：５年以上 04010-51412501
車両系建設機械運転技能者 変形（1ヶ月単位）

(1)5時00分～13時00分
2人 250,000円～250,000円 (2)13時00分～21時00分

(3)21時00分～5時00分

正社員 18歳～59歳 04010-51518201
変形（1ヶ月単位）
(1)8時30分～16時30分

2人 170,000円～170,000円 (2)16時00分～0時00分

正社員 18歳～64歳 03010-19782101
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

(1)8時00分～17時00分
2人 189,200円～236,500円 (2)16時00分～1時00分

正社員以外 18歳以上 03030- 2911301
普通自動車免許一種

(1)9時00分～18時00分
1人 200,100円～292,500円

正社員 40歳以下 03030- 2912601

(1)7時00分～17時00分
1人 150,000円～250,000円

正社員 不問 03030- 2913901
普通自動車免許一種
大型自動車免許 (1)8時00分～17時00分

1人 車両系建設機械運転技能者 160,000円～180,000円
あれば尚可

正社員 不問 03030- 2914101
普通自動車免許一種 変形（1ヶ月単位）

(1)8時30分～17時30分
1人 180,000円～210,000円

正社員 64歳以下 03030- 2915401
介護職員初任者研修修了者 変形（1ヶ月単位）
ホームヘルパー２級 (1)8時30分～17時30分

5人 いずれか 142,300円～154,600円 (2)7時00分～16時00分
普通自動車免許一種 (3)10時00分～19時00分

正社員 64歳以下 03030- 2916701
大型自動車免許,牽引免許 変形（1ヶ月単位）
車両系建設機械運転技能者 (1)8時00分～17時00分

1人 250,000円～250,000円

正社員 59歳以下 運転経験が３年以上ある方 04010-51209801
１級土木施工管理技士
２級土木施工管理技士 (1)8時30分～17時30分

5人 いずれか 350,000円～550,000円
普通自動車免許一種

正社員 64歳以下 土木実務経験半年以上 15010-31001501

2

土木技術者（施工管理業
務）岩手県内各現場

○国土交通省他、中央官庁、地方自治体、ネクス
コ発注による監督補助業務、積算補助業務に従
事。
（工事監督、積算業務、資料作成、各種協議等）
・勤務地は下記の通り複数あり。

新潟県新潟市中央区東大通
２－２－９－７０８

株式会社　エムエー
シー　新潟事務所

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

ドライバー（大型ダンプ・
トレーラー）

砂、砕石、セメントなどの配送業務に従事してい
ただきます。基本的には大型ダンプの運転となり
ます。なお、配送が無い場合は、プラント内の作
業業務に従事していただくこととなります。


宮城県仙台市青葉区本町１
丁目１３－２２　仙台松村
ビル７Ｆ

フコク資材　株式会
社

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

車両系建設機械運転技能講
習お持ちの方・関連有資格

尚可

介護職員 グループホーム内での介護業務全般を行っていた
だきます。
・入浴、食事、排泄支援、見守り、介助
・レクレーション、通所同行
・利用者と一緒に調理、清掃、買い物、散歩など

岩手県宮古市八木沢第５地
割８５番地１

合同会社ライフサ
ポート・ゆうゆう

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

介護支援専門員 居宅介護支援事業所に勤務し、要介護者等からの
相談、介護サービスの利用調整や関係者間の連絡
などを行っていただきます。
・家庭や施設への訪問
・各種申請手続き

岩手県宮古市八木沢第５地
割８５番地１

合同会社ライフサ
ポート・ゆうゆう介護支援専門員

（ケアマネージャー）
雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

運転手 各現場において、大型自動車の運転業務に従事
・合材、砕石などの運搬
・その他日々の業務として、車両の点検、運転日
報の作成、洗車
・その他付随する業務

岩手県宮古市新町３－４ 株式会社太田建商

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

牧場スタッフ 当牧場内において、下記の業務を行っていただき
ます。
・黒毛和牛の飼育に関する全般の業務（餌やり、
牛舎内清掃等）
・市場への出荷作業および補助等

岩手県下閉伊郡岩泉町小本
字大牛内１２３番地

有限会社　上野牧場

雇用期間の定めなし

岩手県下閉伊郡岩泉町

セールスドライバー いわて生協宮古センター所有の車両（２ｔ車）運
転による下記の業務を担当していただきます。
・当日配達するエリアの組合員様からの注文商品
の、車両への積み込み業務
・担当エリアの組合員様宅への、商品受け渡し業

岩手県宮古市田鎖第８地割
１２－１

いわて生活協同組合
共同購入事業部　宮
古センター

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

ホール及びカウンター 店内でのお客様サービススタッフ業務に従事して
いただきます。
〇ホール業務
・ホールでの接客、スロットコインの補充、空き
パチンコ台の清掃　など

岩手県宮古市長町一丁目３
－２９

株式会社　セントラ
ル伸光　セントラル
宮古店

雇用期間の定めあり（４ヶ
月以上） 又は8時00分～1時00分の

間の8時間程度
岩手県宮古市

ホールスタッフ・カウン
タースタッフ（磯鶏店）

パチンコ店のホール・カウンターでの接客対応で
す。出玉の上げ下ろしや交換、景品交換などの一
般業務、その他付随する業務や指示された業務を
お願いします。特別な資格は必要ありません。未
経験の方にも充実した研修制度がありますので、

岩手県盛岡市東見前５地割
５７－１－２階

株式会社　飛鳥商事

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市

重機オペレーター（ロー
ダー積込経験者）

ホイールローダーの運転業務に従事して頂きま
す。プラント内において、材料運搬や積込作業が
主な内容となります。また、受入口への土砂等の
投入業務となります。プラント内の作業もあり多
岐にわたりプラント業務に携われます。

宮城県仙台市青葉区本町１
丁目１３－２２　仙台松村
ビル７Ｆ

フコク資材　株式会
社車両系建設機械運転技能講

習お持ちの方・関連有資格者

雇用期間の定めなし
ホイールローダーの運転経

験が３年以上ある方
岩手県下閉伊郡岩泉町

現場監督（電気設備分野） マンション・商業施設・工場等　様々な現場での
電気設備施工管理を行っていただく仕事です。多
種多様なの物件に携わることも可能ですので、就
業環境に関してのご相談はお気軽にどうぞ。
※ブランクがある方も歓迎します！

宮城県仙台市青葉区本町２
丁目１０－３３　第２日本
オフィスビル７階

株式会社　オンサイ
ト

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

現場管理補助（建築課） ※未経験・ブランクのある方も歓迎します。
・建築工事における管理業務補助（現場監督）を
行っていただきます。
・工程管理（写真撮影及び管理、作業員への作業
内容の伝達及び確認）

宮城県仙台市青葉区本町２
丁目１０－３３　第２日本
オフィスビル７階

株式会社　オンサイ
ト

雇用期間の定めなし

岩手県宮古市、他

建築施工管理技士（１級） ◆建築施工管理技士業務全般
・公共土建築工事現場等の施工管理業務になりま
す。
・建築工事の施工管理、積算見積業務
・施工計画を作成し、工程管理、安全管理など工

岩手県久慈市山形町川井第
９地割３２番地２

蒲野建設　株式会社

雇用期間の定めなし パソコンでの写真管理経
験、建築施工管理経験者あ

れば尚可 岩手県宮古市、他

土木施工管理補助（岩手県
久慈市・岩泉町　現場事務
所）

工事竣工までの現場管理補助をお願いします。
・土木施工管理補助になります。
＜主な仕事内容＞
現場管理、測量、丁張り、写真管理、安全管理、
書類作成等

岩手県盛岡市本宮３丁目３
－２０

株式会社　ナスキー
盛岡営業所

雇用期間の定めなし
エクセル・ワード、施工管

理経験がある方
岩手県下閉伊郡岩泉町、他


